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特定非営利活動法人楽舎

静岡県浜松市天竜区春野町宮川134

 

決　算　報　告　書



全事業所 平成30年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人楽舎

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           67,255 

      普通　預金        2,180,945 

        ゆうちょ銀行         (177,242)

        磐田信用金庫         (167,098)

        磐田信用金庫定住       (1,341,161)

        磐田信用金庫社保         (195,444)

        勇美記念財団         (300,000)

        現金・預金 計        2,248,200 

          流動資産合計        2,248,200 

            資産の部  合計        2,248,200 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        1,694,638 

    預　り　金        7,243,730 

      流動負債  計        8,938,368 

        負債の部  合計        8,938,368 

《正味財産の部》

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額      △6,284,536 

    当期正味財産増減額        △405,632 

      正味財産　計      △6,690,168 

        正味財産の部  合計      △6,690,168 

          負債・正味財産合計        2,248,200 



全事業所 平成30年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人楽舎

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           67,255 

      普通　預金        2,180,945 

        ゆうちょ銀行         (177,242)

        磐田信用金庫         (167,098)

        磐田信用金庫定住       (1,341,161)

        磐田信用金庫社保         (195,444)

        勇美記念財団         (300,000)

        現金・預金 計        2,248,200 

          流動資産合計        2,248,200 

            資産の部  合計        2,248,200 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        1,694,638 

    預　り　金        7,243,730 

      流動負債  計        8,938,368 

        負債の部  合計        8,938,368 

 

        正味財産      △6,690,168 



特定非営利活動法人楽舎 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           60,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        1,438,839 

  【受取助成金等】

    受取助成金        6,078,140 

  【事業収益】

    その他事業収益           66,000 

  【その他収益】

    受取　利息               40 

        経常収益  計        7,643,019 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,160,000 

      臨時雇賃金          930,124 

      通　勤　費(事業)          152,873 

      法定福利費(事業)          289,472 

        人件費計        3,532,469 

    （その他経費）

      諸　謝　金          195,000 

      印刷製本費(事業)           63,220 

      旅費交通費(事業)          169,153 

      通信運搬費(事業)          346,650 

      消耗品　費(事業)          652,427 

      修　繕　費(事業)          271,971 

      水道光熱費(事業)          475,375 

      地代　家賃(事業)          432,000 

      賃  借  料(事業)          237,761 

      諸　会　費(事業)           19,250 

      研　修　費          102,249 

      支払手数料(事業)           11,016 

      外　注　費        1,423,400 

      雑　　　費(事業)          116,710 

        その他経費計        4,516,182 

          事業費  計        8,048,651 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

        その他経費計                0 

          管理費  計                0 

            経常費用  計        8,048,651 

              当期経常増減額        △405,632 

【経常外収益】



特定非営利活動法人楽舎 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額        △405,632 

          当期正味財産増減額        △405,632 

          前期繰越正味財産額      △6,284,536 

          次期繰越正味財産額      △6,690,168 



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人楽舎

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           60,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        1,438,839 

  【受取助成金等】

    受取助成金        6,078,140 

  【事業収益】

    その他事業収益           66,000 

  【その他収益】

    受取　利息               40 

        経常収益  計        7,643,019 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,160,000 

      臨時雇賃金          930,124 

      通　勤　費(事業)          152,873 

      法定福利費(事業)          289,472 

        人件費計        3,532,469 

    （その他経費）

      諸　謝　金          195,000 

      印刷製本費(事業)           63,220 

      旅費交通費(事業)          169,153 

      通信運搬費(事業)          346,650 

      消耗品　費(事業)          652,427 

      修　繕　費(事業)          271,971 

      水道光熱費(事業)          475,375 

      地代　家賃(事業)          432,000 

      賃  借  料(事業)          237,761 

      諸　会　費(事業)           19,250 

      研　修　費          102,249 

      支払手数料(事業)           11,016 

      外　注　費        1,423,400 

      雑　　　費(事業)          116,710 

        その他経費計        4,516,182 

          事業費  計        8,048,651 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      その他経費計                0 

        管理費  計                0 

          経常費用  計        8,048,651 

            当期経常増減額        △405,632 

【経常外収益】



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人楽舎

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 

 

    税引前当期正味財産増減額        △405,632 

      当期正味財産増減額        △405,632 

      前期繰越正味財産額      △6,284,536 

      次期繰越正味財産額      △6,690,168 


